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～６月はロータリー親睦活動月間～

本日の例会 （６月２３日 第５２回）通常例会

担当：三

役

３．お食事については19時過ぎには出して貰う予定となっていま
す。

第５１回（通算2４３１回）夜間通常例会報告
日時：2016年6月16日（木）18：3０～20：00
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場
プログラム：夜間通常例会
担当： 三 役
進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長
四つのテスト：国際奉仕委員会 牟田 裕一 委員

ロータリー情報・定款細則委員会卓話
※普段は例会前に食事をするのですが、本日は卓話を始める前に食
事となりました。 福田パスト会長が用意された、ＲＩ規定審議会
の紹介動画や、先月末にソウルで開催されましたＲＩ国際大会のＰ
Ｒ動画、開会式の動画などを見ながら参加会員全員で食事を取りま
した。

会長挨拶（沼田 常好 会長)
皆さん、こんばんは。例会挨拶も残り3回
です。そう考えると寂しくもありますが…本
日もよろしくお願いします。
今の日本は世界に例のないスピードで高齢
化が進んでいます。それにより社会環境も変
化してきています。さて、皆さんは新聞で毎
日必ず見る紙面はどちらになるでしょうか。
統計によると「お悔やみ欄」だそうです。こ
のお悔やみ欄から見る傾向をお知らせします
と、本年5月ですが、札幌は813件、その他
道内で2,523件掲載されました。その中で葬儀終了と掲載されて
いたのが、札幌で30.1%、その他道内で22.5%です。また、葬儀
委員長を立てている葬式の割合ですが、札幌ではなんと3.6%、そ
の他道内では39%だそうです。この数字以外にもお悔やみ欄に掲
載していない件数も相当数あると思います。
それでは葬儀の傾向としてはどうでしょうか。小規模化し、よく
ある家族葬というのが現在主流になりつつあると思います。これ
は、今、独り暮らしの高齢者が大変多くなり、また、高齢者世帯の
増加、長寿社会で仕事をリタイヤした後が長い、兄弟姉妹も高齢
化、プライバシーを大切にする人の増加、付き合いを広げたくない
人の増加など、様々な原因があります。
高齢化の何が問題か。これは今、高齢化と同時に少子化や核家族
化を背景に人の孤立化が同時進行している状態であるという事で
す。人々は孤立、孤独を志向しながらも、孤立や孤独に耐えられな
い。人は独りでは生きていけないのです。よく孤立死のニュースが
出ますが、孤立死の実情は2013年の道内の調査（札幌・函館を除
く）で死後1週間発見されない人が48人、内65歳以上が25人と
半数を超えています。男女の割合については男性が35人、女性が
13人で男性が7割強という結果となっています。男性会員の皆さ
ん、お友達は一人でも多く持ち、そして多くの趣味を作ってその輪
を広げて下さい。

※食事の一部と動画が流れているスクリーンを撮影したものです。
雰囲気だけでもお楽しみ下さい。

食事やアルコールが大方進んだ段階で本日の卓話に入りました。
ロータリー情報・定款細則委員会 パスト会長 福田

武男 委員

テーマ「2016年規定審議会」

皆さん、こんばんは。本日は本来であれば佐
藤 秀雄 ＰＧにお願いしてありました。次年度
に向けての話の中で、今回2016年度の規定審
議会で大きくロータリーの決まりが変わりまし
た。川端パスト会長からのご指名で本年度の規
定審議会の審議結果を担当して下さいと要請さ
れまして、私が今回の担当だったのですが、な
んと言っても現場に出席しているＰＧというの
はそんなに居ません。そういう意味で佐藤 秀雄
ＰＧは非常に貴重な存在ですから、代わりに卓
話をお願いしていて、了承もいただいていましたが、先週連絡をい
ただきまして地区の諮問委員会がぶつかってしまって出られないと
言われました・・・千歳の顔が欠席という訳にもいきませんから、
当初の予定通り私が卓話をさせていただく事になりました。本日は
規定審議会について、Ｑ＆Ａ形式で説明し、今回の審議会で変更さ
れ、7月から早速スタートする予定のその内容を説明していきたい
と思います。

幹事報告（藤川 俊一 幹事）
１．本日の例会は夜間通常例会とですが、沼
田会長のご厚意で夜間例会方式に変更しまし
た。アルコールは飲み放題となっていますの
でよろしくお願いします。
２．本日は福田パスト会長の卓話です。テー
マ は「2016 年 の 規 定 審 議 会」に つ い て で
す。時間は最大20時までとなっておりますの
でよろしくお願いします。
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１．規定審議会とは
ロータリーの立法機関で3年に1度行っています。1934年まで
は毎年行っていて、1954年から偶数年度に行おうという事になり
ました。ちなみに奇数年度には人事の検討をしていたそうです。
1970年に国際大会とは別の立法機関としようという事になり、
1974年に3年に1度の開催となりました。現在では電子投票シス
テムが導入された関係で世界本部近隣のシカゴで行われています。
2001年から1地区5件までしか意見提出出来なくなりました。ま
た、2010年には提出期限が半年間早くなりました。よって意見が
出し難くなってきていますね。

クラブは善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、職
業上および（または）地域社会でよい評判を受けており、地域社会
および（または）世界において奉仕する意欲のある人によって構成
されるものとする。従来のその他の規定を削除。すべてが削除され
れば、会員身分の制限は基本的になくなることを意味し、よって世
評と本人の意欲があれば誰でも会員となることが出来るようにな
る。
12）16−40 「ローターアクターが正会員となることを認める
件」
ローターアクターとロータリー学友にロータリークラブ会員とな
る資格を与える。ローターアクターは二重会員となれる。
14）16−99 「人頭分担金を増額する件」
2017-18年度から人頭分担金を年に1ドル増額する件。その
後、RI副会長から修正案が出され、投資収益の悪化により、毎年4
ドルずつの増額が提案される。
15）16−113 「決議審議会について規定する件」
決議案について、決議審議会を毎年オンラインで開催すれば、決
議案に迅速に対応でき、規定審議会も制定案だけであるので効率よ
くなる。
16）16−114 「代表議員が３年の任期を務めることを規定する
件」
規定審議会の開催の2年前の年度に審議会代表議員を務める。2
年間、毎年の「決議審議会」に参加して、各クラブからの提出立法
案の作成相談にのり、最後の3年目には規定審議会に出席する。

２．誰が参加するのですか
地区には規定審議会の代表議員という方が居ます。この方々は3
年毎に選出され、大体が80歳代の方です。何かあった時の為に補
欠議員も2人おります。2010年には佐藤 秀雄PGに出ていただき
ました。人選に関してはＰＧじゃなければなりません。今年度で3
年が経ちますから次年度は改選期です。誰が出るかといいますと、
おそらく酒井 正人 PG（函館五稜郭ＲＣ）が就任されると思いま
す。ですからクラブで何か意見を上げる際には、この酒井 正人さ
んと相談の上、上申する必要があります。

３．どうやってクラブから立法案を出すのですか
大西年度で1年間かけ、立法案に関して要望がある場合は酒井 正
人さんと相談しながら文面（英語で作る）を含めて内容を検討しま
す。その次の年度の瀧澤年度の10月に地区大会がありますので、
その場でその内容を提出します。そして12月31日までにＲＩの事
務総長に届くようにするのです。ですから次年度に私たちが行う事
は、何を出したら良いのか検討する、もしくは今回決まった事柄に
反対する事も出来ます。（その場合は8月15日までに届くように
反対の投票をする。）世界にロータリーは35,000クラブ程存在し
ますから、その5%が反対ならその案件に関してもう一度35,000
クラブで評決を採る仕組みになっています。

７．決議案について
１）16−118 「ポリオ撲滅は国際ロータリーの最高の目標であ
ることを承認し支持する件」
２）16−139 「ロータリー財団の創立100周年を認知する件」
2016-17年度に、ロータリー財団が100周年を迎えることに
ついて、世界中のロータリアンの関心を喚起することを目的に決議
～詳しくはホームページをご覧下さい～

４．ＲＩ会費に関して
1998年までは3年に1度、追加会費を1ドルずつ払っていたも
のが、2001年から毎年1ドル値上げとなり、3年で3ドルという
事になりました。ですが、反対意見も出なく通過してしまいまし
た。それが去年から5割増しの1ドル50セントになりましたが、そ
れでも反対意見は出ませんでした。全ロータリアンが1億5千万人
居ると考えると膨大な金額になりますよね。

すすきの近くの元会員のお店が１周年を迎えました。

５．千歳ＲＣから立法案を出した事はあるのですか
実はあります。2010年佐藤 秀雄 PGが規定審議会に出席した
際に、たまたま私が提案した案件だったのですが、毎年毎年会費を
上げる事に対して、それは反対だと提案した訳です。何故、その歴
史が残っていないのかと言いますと、行おうとしたらロビー活動で
抑え込まれたのですね。値上げ額を半額にするからその提案を引っ
込めてくれないかと相談され、それで引っ込めざるを得なくなって
しまいました。

2005-08年度会員で元北電の
支社長でありました品田 聡さん
の お 店「wine&dish Pin」（札
幌 市 中 央 区 南 4 西 5 F45 ビ ル
B1）が6月16日で1周年を迎え
ました。「メンバーの皆さんのお
蔭です。」と感謝されていたそう
です。
～詳しくはホームページをご覧下さい～

６．今回の規定審議会での変更点は（※抜粋掲載です。）
１）16-01 「書面による理事会議事録について規定する件」
クラブ理事会のすべての会合の議事録を60日以内にクラブの全
会員が閲覧できること。
３）16−06 「ロータリークラブの目的を定義する件」
ロータリークラブの目的を新設すること。本クラブの目的は、
「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉仕部門に基づいて成
果あふれる奉仕プロジェクトを実施し、会員増強を通じてロータ
リーの発展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブレベルを超
えたリーダーを育成することである。
４）16−07 「クラブ会員の入会金を廃止する件」
入会金の規定をすべて廃止し、ロータリアンになれる見込者の枠
を増やす。
５）16−10 「奉仕の第二部門を改正する件」
奉仕の第2部門である職業奉仕に、「自己の職業上の手腕を社会
の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクト
に応えることが含まれる」を追加すること。
６）16−21 「クラブ例会と出席に柔軟性を認める件」
新たに【第6条 例会と出席に関する規定の例外】を追加するこ
とで、特別な事情があるクラブには例外を認め、各ロータリークラ
ブ細則で例会頻度と出席に関する規定を定めるようクラブに柔軟性
を与えるもの。
《修正動議》：毎月少なくとも2回例会を開催するが出され、1時
間の議論の末に採択される。
11）16−38 「会員身分の規定を変更する件」

ニコニコＢＯＸ
１．沼田 常好 会長 ①妻の誕生日にお花をありがとうございました。②本
日の例会よろしくお願いします。２．村田 研一 パスト会長 6月13日の協
栄会（協栄土建）ゴルフコンペで見事優勝しました。３．喜多 康裕 会員
①昨日のやまびこ会ゴルフコンペでニアピン賞を取りました。②先週、今週
とハーフ47、46と自己ベストを更新しました。両方ともトータルのスコア
は内緒です。４．藤井 雅一 会員 ボトルのお買い上げありがとうございま
す。6月30日までキャンペーン中です。５．今野 良紀 会員 本日、次年度
の第5回理事会を終えました。ありがとうございました。６．川端 清 パ
スト会長 私どもの委員会で福田パスト会長が卓話を行います。その他諸々
よろしくお願いします。７．前田 浩志 会員 報告が遅れましたが、世界大
会に参加してきました。ロータリー財団100周年の節目の年に参加出来て良
かったと思います。財団100周年の歩みに関する辞典の様な厚さの本を買い
ましたので時間を作って読みたいと思います。８．伊藤 一三 会員 前回の
例会においてＳＡＡ・プログラム委員会の活動報告をさせていただきまし
た。会員の皆さま、委員の皆さま、ご協力ありがとうございました。９．瀧
澤 順久 会長ノミニー 現在例会場には居ませんが、理事会と合わせて確か
に出席していました。

本日のニコニコＢＯＸ 9名

16,000 円

出席率
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今回：52.5％（ 6月16日＝31／59 実数）
確定：93.2％（ 6月02日＝55／59､うちMu0名）

